
乗って残そう公共交通
～持続可能な公共交通を目指して～

鈴 鹿市の公共交通網は鉄道、バ

ス、タクシーにより形成され

ています。鉄道路線は市内の南北に

伸びる近畿日本鉄道の名古屋線と鈴

鹿線、伊勢鉄道の伊勢線、鈴鹿川沿

いに JR の関西本線が市内外を広域

的に結んでいます。バス路線は三重

交通の乗合バスが市内に 11 路線、

市が運行するコミュニテイバス

（C-BUS）が 4路線あります。その他

にもタクシー事業者が 5社あり、こ

れら公共交通機関は、市民の皆さん

の日々の移動手段として、幅広く利

用されています。

　しかし、自動車が市民生活の中に

広く普及している状態、いわゆる「モ

ータリゼーション」の進展に加え、

近年の人口減少、少子高齢化による

公共交通利用者の減少により公共交

通を取り巻く環境は厳しさを増して

います。利用者の減少は運行本数の

減少などサービス水準の低下を招く

こととなり、さらには公共交通利用

者を減少させるという負のスパイラ

ルに陥ることに繋がっています。そ

の影響で公共交通網が成り立たなく

なる可能性もあり、利用者減少によ

る収支悪化が原因で路線存続が困難

となった鉄道やバス路線の増加は、

近年全国的な社会問題となっていま

す。

多 様な移動手段の役割分担によ

り本来の公共交通網が形成さ

れて、市内外への移動手段が提供さ

れていますが、公共交通機関の利用

者数は年々減少傾向にあります。特

にバス路線では、利用者数がピーク

となった昭和 44 年度と平成 27 年度

を比較すると、約 4分の 1まで減少

しています。通勤・通学定期の利用

者減少の割合が著しく進み、移動手

段がバス利用から自家用車に転換し

てきたことが要因の一つです。

鈴鹿市の民間バス利用者の推移
通勤・通学定期券 普通・回数乗車券
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平
成28年には第一次ベビーブ

ーム世代が 70 代になり始め、

高齢化率が益々高くなってきていま

す。本市も既に総人口数のピークを

迎え、人口減少・高齢社会の進展に

よる縮小・成熟型社会への転換期を

迎えています。

　また、昨今高齢者ドライバーによ

る自動車事故が問題視されており、

今年 3月 12 日に施行された改正道

路交通法では、リスクの高い運転者

対策を目的とした運転免許証更新時

の認知機能検査などが新たに加えら

れています。

　全国的にも運転免許証の自主返納

の支援などが進められており、免許

返納者が増加傾向にあることから、

免許返納者の移動手段となる公共交

通の維持確保が課題となっていま

す。

鉄 道や乗合バス、コミュニティ

バス、タクシーの相互連携に

より公共交通全体の充実を図るた

め、利用者へのサービス向上と公共

交通の利用促進を目的として「鈴鹿

市内公共交通時刻表」を全戸に配布

しています。また、昨年度は安全・

安心フェスタすずかでバスの乗り方

教室、バルーンフェスティバルで公

共交通機関の PR、伊勢鉄道 30th ア

ニバーサリーフェスタなどの交流イ

ベントに参加し啓発を行いました。

公共交通維持には皆さんに利用して

いただくことが大切であり、自分た

ちの公共交通機関であるという「マ

イレール、マイバス」意識の向上に

繋がるよう利用促進の啓発活動に取

り組んでいきます。
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乗って安心・使って便利

～快適な

公共交通ライフを

お届けします～

安田健二朗さん
やす だ けん じ ろう

三重交通株式会社

営業係  入社 5年目

バス路線に関わる仕事を担当してい

ます。増客を目指して日々奮闘中で

す。

三重交通では、お客さまの

利便性の向上を目指して

さまざまな取り組みを行ってい

ます。平成 28 年 4 月には、三

重交通グループ 4社のバスでＩ

Ｃカード「ｅｍｉｃａ（エミカ）」

および「スイカ」などの全国交

通系ＩＣカード 10 種が利用で

きるようになりました。同時に

停留所のデザインを一新し、路

線バスに不慣れな方も利用しや

すいよう、「バスのピクトグラ

ム（案内用図記号）」、「かな表

記」、「英字表記」を加え、ユニ

バーサルデザイン化を推進して

います。

　また平成 29 年 3 月には「運

転免許返納割引」がスタートし

ました。運賃お支払い時に運転

経歴証明書をご提示いただく

と、ご本人と同伴者１人の運賃

が半額になります。そして、平

成 29 年 4 月にはバス車内運賃

表示器を更新し、全路線で多言

語表示を開始する他、新たにデ

ザインした運賃表示や動画など

で、車内事故防止の注意喚起や

バスに係るサービスの案内を充

実させ、利用しやすいバスを目

指しています。

冨澤 康茂さん
とみ さわ やす しげ

伊勢鉄道株式会社

経理課長  1994 年入社

列車の運転、経理全般、集改札、線

路沿いの除草など幅広く業務を行っ

ています。

伊
勢鉄道は市内に 5つの駅

があり、地元の皆さんを

はじめ多くの方に利用していた

だいています。

　少子化により通学で利用され

る方は減少傾向にありますが、

最近は幼稚園や小学校の地域教

育の一環として鉄道を利用して

いただくケースが増えており、

遠足シーズンには車両を増結し

て対応することもあります。ま

た、子どもたちの鉄道への関心

も高まっていて、休日にはお子

さんを連れて乗車になる方も多

くなりました。環境に配慮し、

車通勤から公共交通での通勤へ

シフトされる流れもあり、通勤

利用も増加傾向にあります。

　とはいえ、少子化や就業人口

の減少、高速道路などの延伸に

よる影響、また施設の老朽化に

伴う設備更新に多額の費用がか

かるなど、鉄道など公共交通機

関を取り巻く環境は年々厳しく

なっています。このような状況

であっても、一人でも多くの方

にご利用いただき、地域の公共

交通として存続できるよう努め

ていきます。

私も毎日の通勤に鉄道を利

用していますが、通学や

通勤に利用してい

る方も多いことか

ら、今後も公共交

通はなくてはなら

ない移動手段であ

ると感じていま

す。高齢化により

都市整備部長

太田 芳雄

移動手段を持たない方が増加傾

向の中、地域の公共交通機関を

将来世代に残していくために

は、今の世代の方が積極的にご

利用いただくことが必要です。

本市では市民の方や観光客な

ど、誰もが移動手段としてご利

用いただける公共交通を維持、

確保していくために「乗って残

そう公共交通」のスローガンの

もと、一人でも多くの方にご利

用いただけるよう、利用者ニー

ズの把握と利便性の向上に取り

組んでまいりますので、皆さん

のご利用、ご協力をお願いしま

す。

電車・バスでどこまで行ける？
市内を走る公共交通網

近鉄名古屋線

近鉄鈴鹿線

駅
町
田
平

伊勢鉄道

10-1 F1マート

至JR四日市駅

至近鉄四日市駅

至JR津駅 至近鉄津駅

伊船町東

JR関西本線

鈴鹿ハンター

街
の
陽
太

ズ
ン
サ
子
白

至亀山駅前

至近鉄四日市

至亀山駅前

至近鉄四日市

白子駅

鼓ヶ浦駅徳田駅

鈴鹿サーキット稲生駅

中瀬古駅
磯山駅

千代崎駅

伊勢若松駅

箕田駅

柳　駅

鈴鹿駅

鈴鹿市駅

駅
市
日
三

駅
登
佐
加

駅
川
田
井

駅
曲
河

長太ノ浦駅

至長沢方面 至長沢方面 至久間田方面 至久間田方面

玉垣駅

河原田駅

三重交通

JR関西本線

伊勢鉄道

近鉄名古屋線
近鉄鈴鹿線

C-BUS

　自家用車は好きな時間に目的

地に向かえる手軽な移動手段で

すが、電車などの公共交通機関

に比べ交通事故のリスクが高い

などデメリットもあります。た

まにはゆっくりバスや電車に乗

って、景色を眺めたりしながら

移動してみませんか。いつもと

違う発見があるかもしれません。

今回の特集に関するご意見・ご感想は

都市計画課

382-9024　 384-3938　

toshikekaku@suzuka.lg.jp


